
    

  

  

名 称 会 場 対 象 時 間 1２月 

図書館おはなし会 
中央公民館  

２階 小会議室 

未就園児 10:30～11:00 05 日（木） 

おはなしの森 年長児～小学校低学年 11:00～11:30 14 日（土） 

図書館子どもおはなし会 幼児～小学校低学年 11:00～11:30 21 日（土） 

おはなしたまてばこ 北の台地区センター 
２階 休養室 

未就園児 10:30～11:00 2 日（月） 

北の台おはなし会 幼児～小学生 11:00～11:30 お休み 

おはなしコロボックル 寺尾いずみ会館 
１階 会議室 

未就園児 10:30～11:00  7 日（土） 

いずみおはなし会 幼児～小学生 15:30～16:00 19 日（木） 

南部ふれあいどんぐりおはなし会 南部ふれあい会館 
１階 会議室 

幼児～小学生 15:30～16:30 6 日（金） 

おはなしくれよん 未就園児 10:30～11:00 16 日（月） 
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毎月ゼロの日（10 日、20 日、30 日）は 

テレビやゲームを一休みして、読書や家族の 

時間として過ごしましょう。 

２０１９／１２  Ｎｏ．３２７ 

図書館だより 

図書館だより 

図書館だより 

★折りたたむと 

コンパクトになります！ 

普段は入ることができない本館の 

書庫等をご案内します。見学中に見つけた 

本は借りることもできます。 

（事前申込みは不要です） 

北の台図書室 

南部ふれあい図書室 

いずみ図書室 

図書館 本館 

開館時間 9:00～12:00、13:00～17:00 

開館時間 9:00～19:00（土日祝日は 17:00） 

■…休館日 

図書館 
カレンダー 

12月 

あやせ 
ゼロの日 
運 動 

［毎月３回開催］ 

第２金曜／10：30～11：00 

第３木曜／15：30～16：00 

第４土曜／11：00～11：30 

本館の書庫には 

こんな本が！ 

思わぬ発見があるかも!? 

←山折り 

① 
② 

③ 

＊悪天候等の理由で中止となる場合があります。 

＊おはなし会に関するお問合せは図書館本館（77-8191）まで 

お願いいたします。 

小さなお子さま連れの方

に気兼ねなく図書館をご

利用いただくための時間

です。 

火曜日（休館日を除く） 

10：00～12：00 

図書館本館１階 

（第２金曜）13日  
（第３木曜）19日 
（第４土曜）28日 

１月 ２月 
１２月の日程 

特集 図書館スタッフの 
わたしの紹介したい本‘19 ② 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

ピッキー 

     さよなら、令和元年！ 
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



  

   

 

（１０/１６～１１/１５の期間に予約が多かった一般書） 

１ 祝祭と予感／恩田陸 

２ ライオンのおやつ／小川糸 

３ 背中の蜘蛛／誉田哲也 

４ I の悲劇／ 米澤穂信 

５ 
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっと

ブルー／ブレイディみかこ 

６ ツナグ 想い人の心得／辻村深月 

 店長がバカすぎて／早見和真 

 人間／又吉直樹 

９ 大人の流儀 ９／伊集院静 

 syunkon カフェごはん／山本ゆり 

 落日／湊かなえ 

 

 

【２軍通信】図書館本館の年始の開館は２０２０年１月４日（土）の正午から、北の台、寺尾いずみ、南部ふれあいの各図書室は５日（日）からとなります。 

年末年始の返却ポストについて 

図書館本館の返却ポストは、下記の期間はご利用

（返却）できませんのでご注意ください。 

１２月２８日（土）閉館後～２０２０年１月４日（土）９時 

また、早園・中村・吉岡・綾南の各地区センターと市

役所の年末の最終回収日は１２月２５日（水）です。 

※各地区センター、市役所で上記の年末の最終回収

後にポストへ返却された本につきましては、年始の回収

後の処理となり、年始は２０２０年１月８日（水）より回

収いたします。いずれも回収の時間は未定です。 

#特集 ＃図書館スタッフのわたしの紹介したい本‘19 ②
こと 

目次にある番組タイトルは知っているものばか

り。お笑いやコントの舞台裏を親戚気分で楽しめ

ます→『ひねり出す力』 内村宏幸／著、集英社

クリエイティブ、2016年 

一人の少年といっぽんの木のおはなし。何が

幸せなのか。あたたかい、やさしい、せつない、

かなしい…とっても深いおはなし→『おおきな木』

シェル・シルヴァスタイン／作、村上春樹／訳、

あすなろ書房、2010年 

出逢いは「奇跡」… 純粋な想いと「ことば」が

つなぐ、壮大で心温まる物語→『星につたえて』

安東みきえ／文、吉田尚令／絵、アリス館、

2017年 

日本古来から存在する色名が、写真や着物

の合わせ方等で解説され、日本の色彩美を堪

能できます→『和のきれいな配色』 ナイスク／

編、エムディエヌコーポレーション、2018年 

ディズニー作品「リメンバー・ミー（Coco）」のサ

イドストーリー絵本です。映画を観て疑問に思っ

たことが、この絵本でわかるかも！？…ギターと

か！→『だいすきなぼくのかぞく』 マット・デ・ラ・

ペーニャ／作、アナ・ラミレス／絵、中村有以／

訳、小学館、2018年 

ふだん何気なく見ている商品や広告。そこに

は、色にまつわる驚きの戦略が！→『日本の色』

桜井輝子／著、朝日新聞出版、2016年 

飼い主さんの深い愛情が感じられる本です。

写真がキレイでいきいきとしています→『インコの

おとちゃん』 村東剛／著、パイインターナショナ

ル、2014年 

必ずやってくる別れの時。一緒にいる時間に

は限りがあって、その時までをどう大切に過ごせ

ばいいか考えさせられるお話です→『わたしのげ

ぼく』 上野そら／作、くまくら珠美／絵、アルファ

ポリス、2017年 

今も多方面で活躍中の黒柳徹子さん。1970

年代に一年間ニューヨーク留学をした頃のお話

と写真がみずみずしく蘇ります→『チャックより愛

をこめて』 黒柳徹子／著、文藝春秋、2019年

（※新装版。初版は 1979年） 

主人公が分けてもらうパン種。それで焼かれ

るパンがおいしそうすぎて、ごはん派のわたしに

パンブームが…！！→『ロイスと歌うパン種』 ロ

ビン・スローン／著、島村浩子／訳、東京創元

社、2019年 

高校野球が熱い！ 吹奏楽部の応援も熱

い！ 目標に向かう高校生の姿にファンは熱くな

る！→『一球入魂！ 一音入魂！』 オザワ部長

／著、学研プラス、2018年 

後悔が存在しないことなんてあり得ない。後

悔しないように生きようなんて意味ないな、と→

『１ミリの後悔もない、はずがない』 一木けい／

著、新潮社、2018年 

男の子、女の子、それぞれどんな道を進んで

行くのか…いろいろ想像しながら読んでみてくだ

さい！→『Michi みち』 junaida／著、福音館書

店、2018年 

商店街の住人たちと、そこに住む犬のせつな

く温かい物語。ほんわか、ほろっとしてしまう→

『ブックのいた街』 関口尚／著、祥伝社、2015

年 

まちがいない…今夜、そう、今夜、“あれ”が

でる…！！→『ネコヅメのよる』町田尚子／作、

WAVE出版、2016年 

クリスマスのおはなし会（特別おはなし会） 

時 １２月２２日(日) １４時～１５時 場所 中央公民館 

対象 幼児～小学生 定員 ２５名（申込順） 

季節に合わせた絵本などの読み聞かせとクリスマス

の工作をします。申込み受付は１２月２日（月）９時から

図書館本館へ電話かカウンターでお申込みください。 

２０２０年１月４日(土) 本の福袋 【本館】 

１月４日（土）正午から、図書館本館にてテーマ別に

本をセットし、中身が見えないようにした「本の福袋」を

貸出します。福袋はテーマごとに３冊ずつセットし、中が

見えないようバッグに入れた状態で貸出します。福袋は

限定２０セット、すべて貸出になった時点で終了です。 

おはなし会と読み聞かせ講座 

時 １２月１９日(木) 対象 未就学児と保護者 

楽しい絵本の選び方や読み方のコツの学習と実演。

前半はおはなし会、後半は講座で、どちらかだけでも参

加可。講師は絵本作家・絵本コーディネーターで語り手

の「こがようこ」さん。時間と場所は以下のとおりです。 

１０時～１０時３０分／大上サロン室 

１１時２０分～１１時５０分／綾南サロン室 

１５時２０分～１５時５０分／子育て支援センター 

 

☞「図書館スタッフのわたしの紹介したい本」は 2016 年の利用者アンケートでいただいた「図書館の

職員の方のおすすめする本が知りたいです」というご要望を受けて始まりました（今年度で４回目）。 

前号に引き続き、31人のスタッフがそれぞれ選んだ本を、おすすめコメントとともに紹介します。 

気になる本、あった？ 


